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薬進会は、2009年の創立以来、「わかるまでやる！できるまでやる！」
を企業理念に、社会に貢献でき、そして人に優しい薬剤師を輩出
することを目指し、その実現のために日々取り組んでいます。
設立当初は、家庭教師派遣や個別指導を主とし学生一人ひとりに
寄り添った教育支援体制を築きました。
2014年には、その支援体制を強化すべく、一斉授業やグループ
学習も行えるよう薬進会LAB（ラボ）を創設いたしました。
「一斉授業」と「個別指導」のハイブリッドシステムで学生のニーズを
くみ取り、無理・無駄のないカリキュラムで多くの学生の学力向上・
薬剤師国家試験合格支援を行っております。
また、2017年から配信しているオンライン国試対策セミナーも全国の
薬学生に受講していただき、講師一同より一層効率化を図った、
効果的な授業ができるように取り組んでおります。
私たちが一人ひとりの学生と関わることができるのは、その人の
人生の中で非常に短い期間でしかありませんが、薬剤師になる
ための知識の構築やものごとに対する準備の重要性などを理解し、
実践することで、その後薬剤師として社会に貢献し、より豊かな
ものになって欲しいと願っています。

株式会社薬進会
代表取締役 篠倉光博

わかるまでやる！
できるまでやる！
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ここが違う！7つの薬進会メソッド

学生が50人、100人以上いる教室で拘束時間だけが
長いカリキュラム、「ここチェック、ここ蛍光ペンね」の
内容が薄い授業、そんな塾・予備校に通っただけでは、
合格できません。
学生の学力は千差万別です。その実態にあわせて、個
別指導から20人までの少人数制のクラス授業で学生
一人ひとりの理解度を把握し、学習状況を管理します。

「大人数の一斉授業では
理解できない・合わない」 を解決01

学生の性格、体力、習熟度、試験までの残り時間等、
現状を把握した上で、一人ひとりに合った学習プラン
ニングを行います。
講師歴10年以上かつ薬剤師歴10年以上の国家試験
のプロ講師が、勉強の仕方、継続して勉強できるシス
テムを一緒になって考え実行できるように伴走いたし
ます。

基礎的なことを繰り返すと、勝手に応用力がついてくる。
これは間違いです。
「必要となる応用力をつけるために、複数の基礎知識を
コネクティングし勉強する必要がある」
この考え方がわかり、科目間を繋げる力がつけば応用
力・実践力はついてきます。薬進会の“科目間相互移行
学習法”で応用力・実践力が向上します。

「質問したいときに先生がいない」、これでは「わから
ない」を根本的に解決できません。
薬進会ではベテランの講師が理解できるまで質問に
対応します。
その場しのぎの対応ではなく、質問に対してさらに応用
力がつくところまで回答できるのはベテランの講師なら
ではです。

薬進会の全日制1年コースでは、基本的に月曜・火曜・
木曜・金曜の週4日制。授業時間も9時から12時までと
超効率化を図り授業が進んでいくので、自己学習する
時間もたっぷり取れます。
最新の映像機器を利用し、講師の板書時間など学生に
とって得点にならないことを一切排除しているため、
短時間でも成績があがります。

それぞれの試験には特徴があります。その特徴を理解
し、いつまでにどのレベルまで到達するかが重要となり
ます。
定期試験対策では、単位の修得が最大の目標になり、
CBT対策、国家試験対策では中長期的な戦略で合格
することが最大の目標となるため、各目標に応じた継続
的な学習のサポートを行います。

勉強するのもスポーツをするのと同じようにお金がかか
ります。しかし、昔と違い現在では通信環境が整い
多額のお金をかけなくてもたくさん学べる時代になって
います。
薬進会では「YouTube薬剤師国家試験大学」を運営し、
経済的負担を最大限削減し、学力を向上できるように
なっております。

詳しくは中面をご覧ください

「質問したいときに先生がいない・
受講生が多くて質問できない」 を解決02

「勉強の仕方がわからない・
勉強はしているけど
成績が上がらない」 を解決03 「毎日の復習が間に合うか心配・

毎日の復習しかできておらず
実力が上がらない」 を解決04

05 「基礎的なことはわかるけど、
応用力がない」 を解決

「低学年試験対策・CBT対策
どうしたらいいかわからない」 を解決06

「経済的にお金を
かけられない」 を解決07

勉強方法、時間
、料金など

どんなお悩みも

薬進会が解決し
ます！
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受講コース一覧
実力派講師のみから構成される充実のラインナップで、薬剤師国家試験の最重要範囲を講義いたします

コース名 来校受講 オンライン
受講 動画視聴 平日受講 日曜受講 受講料

全日制1年コース（来校受講） ●

全日制1年コース（オンライン受講） ‒

日曜朝活コース12 ●

国試フル2.1／スタンダードコース

国試フル2.1／アドバンスコース

国試フル2.1／プレミアムコース

夏期講座

●

●

●

●

●

●

1,150,000円
（税込1,265,000円）●

●

‒

‒

‒

●

その他コース

8月に実施予定。講義内容など詳細は、
薬進会HPにて告知いたします。

YouTube薬剤師国家試験大学

YouTube薬剤師国家試験大学は、2020年に始まりました。
新型コロナウイルスの影響を受け、薬学生の勉強する場所や機会が失われ、満足のいく勉強ができて
いない学生も多いと思います。
そんなとき薬剤師国家試験に長年携わってきた薬進会に、何ができるかを考えました。校舎をもたず、
学年制度もなく、授業料もかからない、「全ての学生が自由に学べる」。これが、これからの新しい時代の
学びであり、そのシステムをYouTubeで構築していこうという結果に辿り着きました。
このYouTube薬剤師国家試験大学の配信コンテンツをご利用いただき、薬剤師国家試験に合格できる
知識とスキルを習得していただきたいと考えております。

冬期講座
12月に実施予定。講義内容など詳細は、
薬進会HPにて告知いたします。

時間の
短縮

経済的
負担
の軽減

知識の
向上

お申し込み方法は裏面をご覧ください
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238,000円（税込261,800円）
～247,800円（税込272,580円）

40,000円（税込44,000円）
～72,000円（税込79,200円）

‒

●

‒

定例会

※オンライン受講・・・Zoomを利用しての受講。　※動画視聴・・・薬進会授業動画サイト「デジスタ」内のアーカイブを利用しての動画視聴。
※定例会・・・疑問点を解決するために、2週間に1回のペースで開催されます。

7ページの国試フル2.1の内容を
ご参照ください

30,000円
（税込33,000円）

50,000円
（税込55,000円）

247,800円
（税込272,580円）



全日制1年コース

全日制1年コースの5つのポイント

“わかる”から“できる”まで完全サポート

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

出題頻度順講座

開講日：2021年4月12日（月）

得点化演習講座 直前総まとめ講座

国試合格の最短距離は、物理、化学、生物、衛生、法規、
薬理、薬剤、薬治・病態、実務の総合点をいかに上げる
かが重要になります。薬進会では、日にちごとの科目別
講義を採用しておりません。
それは、各科目の出題問題数がそもそも違いますし、
範囲によっては出題頻度が極端に高かったり、低かったり
するからです。
出題頻度と重要性を鑑み、科目間を相互移行しながら
得点化しやすい範囲からどんどん潰しこんでいくのが
「出題頻度順講座」です。

出題頻度順講座
4月～10月で構築した学力をより確かなものにするために、演習問題を中心に
講義を行うのが「得点化演習講座」です。演習問題を通して、曖昧な範囲を
明確にし、「わかる」を「できる」に昇華させ得点アップを図ります。

得点化演習講座

衛生、法規、薬理、薬剤、薬治・病態、実務の範囲を中心に得点の取りこぼしが
ないかを確認し、弱点を強化するとともに、得意科目の得点を伸ばしていきます。
時事問題系や新薬の知識構築等、まさにラストスパートとなるのが、「直前総まと
め講座」です。

直前総まとめ講座

全日制１年コース（来校受講）の方は...

※オンライン受講のテキストは、データのみ／冊子のみ／データ＋冊子からお選びいただけます。

施設使用料

動画アーカイブ
ライセンス料・視聴料

授業料

テキスト（データのみ）

テキスト（冊子のみ）

テキスト（データ＋冊子）

全日制1年コース（来校受講）

50,000円（税込55,000円）

0円（標準装備）

1,100,000円（税込1,210,000円）

0円（標準装備）

0円（標準装備）

0円（標準装備）

1,150,000円（税込1,265,000円）

全日制1年コース（オンライン受講）

2021年4月12日（月）／第107回薬剤師国家試験直前まで

合計金額 テキスト（データ＋冊子）の場合
247,800円（税込272,580円）

0円

30,000円（税込33,000円）

198,000円（税込217,800円）

10,000円（税込11,000円）

19,800円（税込21,780円）

19,800円（税込21,780円）

開講日／受講期間

徹底的に無駄な時間を削減
最新の機材を活用することで講師の板書時間など
徹底的に無駄な時間を削減。
週4日制（月曜・火曜・木曜・金曜）9時～12時で
密度・質の高い授業を展開します。自己学習時間も
たっぷりとれるので、日々の勉強が消化不良になり
ません。

毎月自分の実力を判定
授業→問題解き→解説を繰り返すことで基礎力を
向上させます。月間復習テストで、毎月自分の実力を
判定します。

できる になるまで完全サポート

※が完全サポートします。
来校受講では、プロ講師がそばにいるので、いつでも質問や
疑問を改善できます。またオンライン受講では、2週間に1回の
定例会を受講することで、質問や疑問を改善できます。
※プロ講師：講師実績10年以上かつ薬剤師実績10年以上の講師

科目間相互移行学習法

逃さずに得点アップに繋げます。複数科目を移行して授業を
行うため、超効率化を図りつつも、出題頻度が高い範囲を
網羅できます。

選べる受講スタイル
来校受講
①生講座なので集中して受講できる！
②学習管理、時間の管理を行える！
③最高の学習環境で仲間と一緒に
　切磋琢磨できる！

オンライン受講
①価格を押さえて受講できる！
②Zoomを利用するのでどこでも受講可能！
③定例会で疑問点を解決できる！
  ※定例会は２週間に１回ペースで開催されます。

料金表

入塾して“合わなかった”をなくすために薬進会では、
お試し期間を約1ヶ月設けております。
合格に必要なのは、自分にあった塾・予備校選びで、
そこでいかに頑張るかです。継続して頑張るためには、
納得して入塾して、納得して勉強する必要があるため、
全日制1年コースオンライン受講に限り、4月12日～4月
27日までの全10回は無料にて受講いただけます。
※体験入塾として無料受講してみたい方は、お申し込み
の際、備考欄に「4月体験無料講座希望」とご入力くだ
さい。

薬進会授業動画サイト「デジスタ」の有料版が
すべて0円にて視聴できます。

特別企画
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オンライン
受講

LIVE

来校
受講



日曜朝活コース12
日々の勉強にプラスアルファ

1 4/18

日程

物理／薬剤

カテゴリー

❶ 反応速度論［薬物動態学の基礎として］　０次、１次、２次、擬０次反応
❷ 医薬品の安定性　アレニウス式、特殊酸・塩基触媒反応、イオン強度、誘電率

2 4/25 化学
❶ 反応の基礎　反応の分類、試薬の性質
❷ 求核置換反応　SN1反応、SN2反応
❸ 求電子置換反応　置換基効果、芳香族複素環の反応、Friedel-Crafts反応

3 5/16 物理／薬剤
❶ 酸・塩基とヘンダーソン式
❷ pH－モル分率曲線の使い方

❸ 溶解度の理論と計算
❹ 腎クリアランスと排泄速度の理論と計算

4 5/30 化学
❶ 求電子付加反応　syn付加とanti付加、マルコフニコフ則と逆マルコフニコフ則、共役ジエンへの付加
❷ 求核付加反応　アルデヒド・ケトンへの付加、Grignard反応、Aldol付加反応

5 6/13 生物／薬剤
❶ 栄養素の消化と吸収
❷ 栄養素のエネルギー代謝　解糖系・TCAサイクル・電子伝達系・β酸化など

6 6/27 化学
❶ 脱離反応　E1反応、E2反応、ザイツェフ則とホフマン則
❷ 加水分解反応
❸ 縮合反応

7 7/4 薬理／生物
❶ 自律神経系に作用する薬物　拮抗二重支配、交感神経作用薬、副交感神経作用薬
❷ 運動神経系に作用する薬物　骨格筋収縮機序、骨格筋弛緩薬

8 9/5 薬剤
❶ 薬物動態学の公式まとめ
❷ 計算問題の解答のテクニック

9 9/19 薬理／生物
❶ オピオイド療法と関連薬　モルヒネの作用と関連薬、疼痛緩和療法、オピオイドローテーション
❷ 副腎皮質ホルモンと関連薬　糖質コルチコイドの薬理作用、合成糖質コルチコイドの構造活性相関

10 10/3
薬理／病態
薬物治療 ❶ 循環器疾患と関連薬　高血圧治療薬、利尿薬

11 10/17
衛生／薬剤
実務

❶ 薬物の代謝機構
❷ 酵素の阻害剤と誘導剤
❸ 第Ⅰ相反応（酸化、還元、加水分解）

❹ 第Ⅱ相反応（抱合反応）
❺ 薬物の相互作用

12 11/ 7
薬理／病態
薬物治療

❶ 抗菌薬の分類　作用機序による抗菌薬の分類、副作用による抗菌薬の分類
❷ 結核菌と抗結核薬　結核の病態と治療薬
❸ 性行為感染症の分類　病態の比較及び治療薬のまとめ

講義内容

セレクト3

内容種別

1と2が、無料で受講可能
3～12で3つの講座を選択受講できる

金額

40,000円
（税込44,000円）

56,000円
（税込61,600円）

72,000円
（税込79,200円）

セレクト6
1と2が、無料で受講可能
3～12で６つの講座を選択受講できる

オール12
1と2が、無料で受講可能
3～12すべての講座を受講できる
1～12の講座すべて生講義＋復習動画配信

料金表

日曜朝活コース12は、実力派講師のみから構成される充実の講義ラインナップとなっております。日曜日の午前9時～12時を有意義に利用し、日々の勉強にプラスアルファして
実力を上げることができます。4月18日（日）～11月7日（日）の全12回で、薬剤師国家試験の最重要範囲を講義いたします。現役生にオススメのコースです。

日曜日の朝を有効利用

4月18日（日）と4月25日（日）の2日間は、ご登録いただければ、
だれでも体験無料講座（オンライン受講）として受講する
ことができます。
※体験無料講座を受講してみたい方は、お申し込みの際、備
考欄に、「日曜朝活体験無料講座希望」とご入力ください。

特別企画
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オンライン
受講

LIVE

来校
受講

※来校受講とオンライン受講は同一料金になります。



国試フル2.1
最短距離で国試合格をめざすWEB講座

スキマ時間で受講できる!
いつでもどこでもスキマ時間で受講できるWEB講義！インターネットに
繋がる環境なら時間や場所に縛られず受講できるので、スキマ時間を
利用した学習にも効果を発揮します。

業界最安の超低料金システム!
講師実績が10年以上、かつ薬剤師実績が10年以上の経験豊富な
国家試験対策のプロ講師のわかりやすい授業動画を繰り返し何度でも
見返すことができ、自分の時間で無理・無駄のない効率的・効果的な
授業を受けることが可能です。また、とことん無駄を省くことで業界での
圧倒的な低価格を実現しました。

国試合格に必要な全てのカテゴリーを網羅！
物理、化学、生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度・倫理、実務と国試合格に
必要な全てのカテゴリーを網羅！各科目合格に必要な範囲を中心に授業動画を配信して
います。約30分～60分の授業動画が500本（随時更新）あり、充実のラインナップです。

※2021年1月現在／価格は税込

A社

B社

C社

D社

￥767,800

￥715,000

￥385,000

当社 ￥33,000～

￥583,000

年間スケジュール

※毎年2月1日～3月31日はメンテナンス期間のため、動画の配信を一時停止いたしますので予めご了承ください。

1月1日 2月1日

メンテナンス
期間

メンテナンス
期間

4月1日～翌年1月31日
国試フル全動画見放題！！

2月1日4月1日

国試
合格！

動画視聴料

テキスト・問題プリント代
（PDFファイル）

スタンダードコース

20,000円
（税込22,000円）初回ライセンス料

10,000円
（税込11,000円）

合計金額

20,000円
（税込22,000円）

20,000円
（税込22,000円）

10,000円
（税込11,000円）

20,000円
（税込22,000円）

217,800円
（税込239,580円）

30,000円
（税込33,000円）

50,000円
（税込55,000円）

247,800円
（税込272,580円）

10,000円
（税込11,000円）

アドバンスコース プレミアムコース

料金表

オンライン受講料
テキスト・問題プリント代込み
（PDFファイルと印刷物）

印刷物にして毎月発送
動画内で使用するテキスト・問題プリントを

全日制1年コースの
オンライン受講

プレミアムコース
全日制1年コース（Zoom）／国試フル2.1

自分で全てを管理するのが
苦手な学生向き

動画500本見放題
授業動画＋問題解説動画

PDFファイルで配信
動画内で使用するテキスト・問題プリントを

［オンライン受講VIDEO］

アドバンスコース
e-ラーニング1年コース／国試フル2.1

問題もしっかり解いて
確認したい学生向き

動画500本見放題
授業動画
＋

問題解説動画

スタンダードコース
e-ラーニング1年コース／国試フル2.1

短時間で動画だけ
視聴したい学生向き

お得ポイント

サイト内の国試フルは

すべて視聴できます！

他
社
比
較

（
4
月
か
ら
視
聴
開
始
）

-7-

国試フル2.1の3つのポイント

オンライン
受講

LIVE

オンライン
受講

VIDEO

※4月1日～翌年1月31日までの料金であり、月額料金ではございません。

動画500本見放題
授業動画＋問題解説動画

［オンライン受講VIDEO］

［オンライン受講LIVE］

［オンライン受講VIDEO］



株式会社薬進会
〒815-0037 福岡市南区玉川町6-6 八千代ビル玉川1F
Tel 092-710-2177   Mail info@yakushinkai.co.jp
Web yakushinkai.co.jp Web Instagram YouTubeデジスタ Twitter

お申し込み方法

薬進会とは？
2009年創立。薬剤師国家試験対策の学習塾。
講師は、教室での一斉授業に加え、個別指導も行い、現場で薬剤師としても絶賛活躍中。
「わかるまでやる！できるまでやる！」を企業理念に、社会に貢献でき、そして人に優しい薬剤師を
輩出することを目指し、その実現のために日々取り組むプロ集団。
現在は自社での講義に加え、大学での講義、企業内定者フォロー、薬学生の学習サポートと
して学習コンサルティングなど種々のかたちで薬剤師国家試験対策に携わっている。

QRコードよりお申し込みください

※全日制1年コース（オンライン受講）の体験入塾として、４月体験無料講座を受講してみたい方は、備考欄に「4月体験無料講座希望」とご入力ください。

※日曜朝活コース12の体験無料講座（オンライン受講）を受講してみたい方は、備考欄に「日曜朝活体験無料講座希望」とご入力ください。

お申し込み用
QRコード

https://forms.gle/KFCFQAvQ24WCQkjF9

PCの方はこちらのURLから
お申し込みください

QRコードを読み取る

登録フォームに必要事項を入力

送信

お申し込み完了

3営業日以内にお振込み方法をご連絡させていただきます

01

02

03

04


